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１ タブレット端末の利用について 

 

県立高等学校では、ＩＣＴ技術を活用した学習活動を充実させ、一人ひとり

の多様性に応じた学習を進められる環境の充実、強化を図っています。 

また、タブレット端末をはじめとした情報機器を活用することで、新型コロ

ナウイルス感染症の蔓延や災害等の非常時にも、学習が途切れることのない環

境を整備することも目的としています。 

しかしながら、それらの情報機器は便利な反面、同時に危険なものでもあり

ます。使い方を誤れば、犯罪やトラブルの被害者や、場合によっては加害者に

なってしまうこともあります。また、他人を誹謗中傷する道具として利用した

り、法律に違反したりする行為は絶対に行ってはいけません。 

技術開発によって次々と新しい情報機器が登場しますが、それらは有効に活

用されることで、はじめてその価値を発揮します。情報機器はＳＮＳ等で他人

を攻撃したり、詐欺まがいの行為を行ったりするための道具ではありません。

情報機器を正しく用いれば、多くの人と意見交換をし、知識や見聞を深める

等、有益に使っていくことができます。 

学習の継続と充実という目的に沿ってタブレット端末を利用し、トラブルに

巻き込まれないために、この手引きには基本的なルールや制限を示していま

す。内容をよく読み、タブレット端末やＩＣＴ技術を学習に活用してくださ

い。 
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２ 貸し出し物品、機種、ネットワーク環境について 

 

(１) 貸し出し物品一覧 

□タブレット本体-----------1 

□ＡＣアダプタ---1 

□充電コード-----1 

 

(２) タブレット端末（Chromebook）の特徴 

① 県立高等学校ではChromebookを用いて学習を進めます。画面がシンプ

ルかつ見やすく、キーボードによる操作に加え、タッチパネルによる直

接操作も可能です。また、動作が安定しており、インターネット接続も

簡単に行うことができるため、タブレット端末初心者でも、ストレスな

く操作することができます。 

② 端末自体にデータを保存せず、ほとんどの処理をクラウド（オンライ

ン）上で行うため、タブレット端末本体には使用者の個人データは保存

されません。１台のタブレット端末を複数人で共有して使用する場合で

も、ログインしている生徒の端末環境となります。よって、端末を紛失

した場合でもログインされない限り、外部に情報が漏れることはありま

せん。 

※ 非常時等には、教員から別の保存方法を指示することがあります。 

③ アップデートについて 

アップデートは基本的に自動で行われ、特別な操作を行わなくても常

に最新の状態を保つようになっています。 

 

(３) ネットワーク環境 

タブレット端末は、基本的にインターネットに接続して使用します。校

舎内はWi-Fi環境があり、教室及び特別教室等、電波が届く場所であれば、

学校内どこでもタブレット端末が利用できます。 
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３ タブレット端末の使い方 

 

(１) タブレット端末の起動方法 

タブレット端末を開くと自動的に起動します。タブレット端末を開いて

も起動しない場合は、電源スイッチを押します。 

 

(２) ログイン方法 

自分のユーザー名（ＩＤ）、パスワードを入力し、ログインします。 

 

(３) 「高知家まなびばこ(学習支援プラットフォーム)」の利用方法 

ログインすると、Chromeブラウザが起動し、「高知家まなびばこ(学習支

援プラットフォーム)」のタブが表示されますので、画面に並んでいる

Google Workspaceのアプリや学年・教科から目的の学年、教科を選んで学

習を始めます。 
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４ タブレット端末使用上の注意 

(１) タブレット端末の取扱について 

① 同意書による同意 

学校から配られる「学校におけるタブレット端末の貸与、ソフトウェ

アの利用、個人情報の取り扱い等に関する同意書」を読み、内容に同意

することでタブレット端末を利用できます。 

② 返却について 

タブレット端末は、高知県教育委員会の備品のため、学年末時に学校

へ返却します。 

   ② 校内での使用について 

    ホーム教室に設置しているタブレット保管庫より各自に貸し出される 

タブレット端末を取り出して使用し、帰りのＳＨまでにタブレット保管 

庫に返却してください。 

    ※補習等で使用する時は、ホーム担任に必ず連絡してください。 

  ③家庭での使用について 

    家庭に持ち帰ってタブレット端末の使用を希望する時は、ホーム担任 

に申出、「タブレット端末持出簿」に記載し、許可がおりれば持ち帰る 

ことができます。 

 返却する時も、「タブレット端末持出簿」にその旨記載します。 

  ④学年末の確認について 

    タブレット端末は、高知県教育委員会の備品のため、学年末時に学校 

   において確認します。 

  ③ 学校外での使用について 

災害時だけでなく、校外学習時等、学校が許可した場合は学校外へ持

ち出す場合があります。 

④ 破損、紛失、盗難等について 

万一破損、紛失、盗難等が発生した場合には、Ｐ.７の「５ タブレッ

ト端末の破損、紛失等の対応について」に従い、速やかに担任に報告し

てください。破損、故障等が発生した場合は、自力での修理、又は一般

の修理事業者への修理依頼等は行わないでください。 

タブレット端末を故意に破損、紛失等した場合には、交換・修理に要

した費用の支払いを求められる場合があります。使用や移動の際は、常

に破損、紛失、盗難等に注意してください。 

⑤ タブレット端末の貸借等の禁止 

貸し出されたタブレット端末を他人に貸す、または譲ることはできま

せん。 



 

- 5 - 

 

(２) アカウントについて 

① 取り扱いの注意 

IＤ・パスワードを他人に知られると、個人の情報が見られてしまいま

すので、絶対に他人に知られることのないように細心の注意を払ってく

ださい。 

② パスワードの変更 

生徒や保護者等によるパスワードの変更はできません。パスワードを

忘れた場合には、新しいパスワードを発行しますので、担任に申し出て

ください。 

 

 

(３) 禁止事項 

① 目的外の利用 

タブレット端末は学習の道具として使用するものであり、授業、学習

等以外での使用はしないでください。 

② タブレット端末の粗雑な取り扱い 

タブレット端末は精密機械であり、粗雑に扱うと壊れます。なお、故

意に破損した場合には交換・修理に要した費用の支払いを求められる場

合があります。 

③ 個人情報の取り扱い 

自分及び他人の個人情報（名前、住所等）や画像・音声・動画（他人

の持ち物等を記録したものも含む）は、いかなる場合にも作成、所持、

送信、公開等はしないでください。 

※ 学校が許可した場合を除きます。 

④ 無許可写真撮影等 

カメラによる写真、動画等の撮影及び録音はしないでください。 

※ 学校が許可した場合を除きます。 

⑤ 他人のＩＤの不正利用 

他人のＩＤ、パスワードは利用しないでください。 

※ なお、他人のＩＤ及びパスワードでログインすると記録が残りま

す。 

⑥ 配付されたアカウント以外でのログイン 

学校から配付されたもの以外のアカウント(個人的に取得しているアカ

ウント等)でのログインはできません。 

⑦ タブレット端末等に貼られているテープの汚損等 

学校で全員が同じ機種を使用するため、テープに印刷されている番号
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でタブレット端末を管理しています。テープを剥がしたり汚したりしな

いでください。 

⑧ 私物の機器との接続 

学校から貸し出されたタブレット端末を、私物のパソコン等に接続、

同期等はしないでください。 

⑨ 他人のタブレット端末の使用 

他人のタブレット端末に、本人の許可なく触れないでください。 

⑩ 設定の変更等 

タブレット端末の設定等の変更、初期化等をしないでください。 

 

(４) 機能等制限事項 

① 学習目的以外のサイトへのアクセス 

学習目的以外のサイト（インターネットショッピング、ＳＮＳ等）へ

のアクセスはフィルタリングにより制限されています。また、有害なサ

イト（暴力、違法薬物、ギャンブル、ポルノ等）については特に厳しく

制限されています。 

※ アクセス履歴は全て記録されており、学習目的以外のサイトへの

アクセスを繰り返している等、悪質な利用が検出された場合は、タ

ブレット端末の利用を停止する場合があります。 

② 電子メールの使用 

貸し出されるタブレット端末では、電子メール及びＷＥＢメールは使

用できないように制限をしています。 

※ 学校が許可した場合を除きます。 

③ アプリケーションのインストール 

アプリケーションのインストールは学校全体で統一して行われますの

で、個人でアプリケーションをインストールすることはできません。 

④ フィルタリングソフトウェアのアンインストール 

貸与されるタブレット端末には、クラウド対応のフィルタリングソフ

トウェアを導入しており、有害サイト等をブロックしています。このソ

フトウェアはタブレット端末から削除することはできません。 
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５ タブレット端末の破損、紛失等の対応について 

 

(１)  破損、故障発生時の対応 

タブレット端末の破損、故障等が発生した場合は、以下の対応をとって

ください。なお、破損、故障等が発生した場合は、自力での修理、または

一般の修理事業者への修理依頼等は行わないでください。 

 

① 破損、故障発生時の状況を速やかに担任へ報告、説明すると共に、

「タブレット端末破損届・修理及び代替機器貸与願（様式１）」に必要

事項を記入し、タブレット端末に添えて担任に提出してください。 

 

② 代替機器の準備が調い次第、新たに使用するタブレット端末を貸し出

します。 

 

※ 故意により破損又は故障させた場合や届け出内容に虚偽の記載があっ

た場合等には、交換・修理に要した費用の支払いを求められる場合があ

ります。 

 

(２)  紛失、盗難発生時の対応 

タブレット端末を紛失、又は盗難等にあった場合は、以下の対応をとっ

てください。 

 

① 紛失、盗難発生時の状況を速やかに担任へ報告、説明してください。 

※ 高知県教育委員会にて端末管理システムで確認のうえ、第三者が

不正に操作しないように、タブレット端末をロックします（タブレッ

ト端末がネットワークに接続可能な場所にある場合に限ります。） 

 

② 「タブレット端末紛失届・代替機器貸与願（様式２）」に必要事項を記

入して担任に提出してください。 

 

③  代替機器の準備が調い次第、新たに使用するタブレット端末を貸し出

します。 

 

※ 紛失した場合や届け出内容に虚偽の記載があった場合等には、機器の

再調達に要した費用の支払いを求められる場合があります。  
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様式１ 

令和   年  月  日 

 

高知県立伊野商業高等学校長 様 

   年    組    番 

 

生徒氏名                 

 

保護者氏名                               

 

管理番号                                 

 

タブレット端末破損届・修理及び代替機器貸与願 

 

私は、以下の経緯によりタブレット端末を破損しましたので、届け出るとともに修理及

び代替機器の貸与を願い出ます。また今後はタブレット端末の取扱いについて、一層注意

を払います。 

 

記 

 

１ 破損日時 令和   年   月   日（   曜日） 

 

午前・午後    時   分ごろ (   時間目・教科       ) 

２ 破損場所 

 

３ 本体の状態 

 

４ 破損理由、破損した際の状況 

 

※学校記入欄 

代替機器管理番号                  

 

 

 

６ タブレット端末破損届・修理及び代替機器貸与願 
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様式２ 

令和   年  月  日 

 

高知県立伊野商業高等校長 様 

   年    組    番 

 

生徒氏名                 

 

保護者氏名                               

 

管理番号                                 

 

タブレット端末紛失届・代替機器貸与願 

 

私は、以下の経緯によりタブレット端末を紛失しましたので、届け出るとともに代替機

器の貸与を願い出ます。また今後はタブレット端末の取扱いについて、一層注意を払いま

す。 

 

記 

 

１ 紛失が発覚した日時  

   令和   年   月   日（   曜日） 

   午前・午後    時   分ごろ (   時間目・教科       ) 

 

２ 経緯（所在を最後に確認した場所、紛失が発覚する前に立ち寄った場所等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校記入欄 

代替機器管理番号                

７ タブレット端末紛失届・代替機器貸与願 
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１ 禁止事項に記載されている内容を理解し、使用する。 

２ 破損等しないよう、丁寧に扱う。 

３ 破損や紛失が発生した場合は速やかに担任、保護者に報告す

る。 

４ 移動中の操作は行わない、また登下校中には使用しない。 

５ 30分に1度は使用を中断して休憩をとる等、長時間の連続使用

は控える。 

６ クラスメイトであっても自分のタブレット端末を貸したり、他

人のタブレット端末を使用したりしない。 

７ 分解、改造は行わない。 

 

８ 学習用タブレット端末使用時の注意点 



持出日 氏名 管理番号 持出先 持出理由
確認者

（担任等）
返却日

確認者

（担任等）

1 R4.4.20 5 番 高知　太郎 ESAST2107097 自宅 数学の課題 △△ R4.4.21 △△

2 番

3 番

4 番

5 番

6 番

7 番

8 番

9 番

10 番

11 番

12 番

13 番

14 番

15 番

16 番

17 番

18 番

19 番

20 番

21 番

22 番

23 番

24 番

25 番

26 番

27 番

28 番

29 番

30 番

31 番

32 番

33 番

34 番

35 番

36 番

37 番

38 番

39 番

40 番

番号

ー　11　－

タブレット端末持出管理簿
返却確認

(       )年（　　）ホーム　担任（　　　　）
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高知県立学校の学習活動における 

Google Workspace for Education及び高知家まなびばこ利用のルール 

 

（目的） 

第１条 高知県立学校の学習活動におけるGoogle Workspace for Education及び高知家

まなびばこ利用のルール（以下「当ルール」という。）は、高知県立学校において

Google Workspace for Education及び高知県学習支援プラットフォーム「高知家ま

なびばこ」（以下「システム」という。）を利用した学習活動を行うにあたって必

要な事項を定めるものです。 

 
（利用者） 

第２条 システムを利用できる者（以下「利用者」という。）は、高知県の管理する 

GoogleＩＤ、及びパスワード（以下「Gアカウント」という。）の交付を受けた者と

します。 

 
（Gアカウントの有効期間） 

第３条 Gアカウントの有効期間は、利用者が高知県立学校に在籍する期間内とします。 

 
（システムの使用期間） 

第４条 利用者がシステムを使用できる期間は、交付されたGアカウントの有効期間内

とします。 

 
（Gアカウントの管理） 

第５条 利用者は、交付されたGアカウントを厳重に管理し、第三者への漏洩防止に努

めてください。 

 
（利用者の責任とトラブルへの対応） 

第６条 利用者は、自己の責任と判断によりGアカウント及びシステムを利用してくだ

さい。またこれらを使用する中でトラブルが発生した場合には速やかに学校までご

連絡ください。 

 
（当ルールの変更） 

第７条 高知県教育委員会で必要があると認めた場合、利用者へ事前の通知を行うこと

なく、当ルールを変更することがあります。変更を行った場合には、次のページで

お知らせします。 

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/ 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
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（システムの変更等について） 

第８条 システムは予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。 

 

（禁止事項） 

第９条 システムの利用にあっては、次の行為をしないでください。 

(１) システムの目的外の使用 

(２) システムへの不正アクセス行為 

(３) 他の利用者のGアカウントを用いての使用 

(４) 他者を誹謗、中傷又は排斥する行為 

(５) 特定の政治活動、宗教活動、個人の心情等を支援または誹謗する行為 

(６) 虚偽の情報を掲載、流布する行為 

(７) 商取引に関する情報を掲載する行為 

(８) その他教育上好ましくない行為 

(９)  第三者の著作権、特許権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのある

行為（係争中であるものを含む。） 

(10) その他第三者に損害を与える行為 

(11) 法令等に反して個人情報を扱う行為 

(12) 公序良俗に反する恐れがある行為 

(13) 犯罪や犯罪に結びつく恐れがある行為 

(14) システムの管理、運営等を妨害する行為 

(15) その他システムに対する不正行為 

(16) システムの提供するコンテンツ（以下「コンテンツ」という。）又はコンテ

ンツを加工したものを利用者以外の第三者に有償又は無償で販売、貸与、譲

渡、配布、公衆送信等する行為 

 
（ロゴ、シンボルマーク等の二次使用） 

第10条 システムに掲載されているロゴマーク、シンボルマーク、キャラクターデザイ

ン等、高知県の組織、事業等を表すものについて、それらを単独で利用する場合は、

高知県の担当窓口にあらかじめ利用条件等を確認してください。 

 
（違反行為への対応） 

第11条 当ルールに違反するような行為等を発した場合には、速やかに学校まで連絡

してください。 



学校 

教員 

家庭 デジタル教材 
協働学習支援 

高知県 学習支援プラットフォーム「高知家まなびばこ」 

デジタル教材 
「算数単元テスト」「高知これ単」「家庭学

習支援動画」など、これまで高知県教育委員会
が作成した教材がオンラインで利用できるよう
になりました。（無償で利用できます。） 

学校や家庭で、タブレット端末を活用した学 

セキュリティについて 
「Google Workspace for Education」で提供されるサービスは、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシー

に関するガイドライン」に準拠しています。 
不明な点がございましたら、https://edu.google.co.j-p0を13-ご参照ください。 

 

高知県教育委員会 
学習支援プラットフォームの利用について 

 
保護者の皆様へ 

高知県では、オンラインで学習支援をする学習支援プラットフォームを整備しました。 
文部科学省の「GIGAスクール」構想により整備された、児童生徒に1人１台のタブレット端末と

協働学習支援ツール「Google Workspace for Education」を有効活用し、より充実した学習を行う
ためのICT基盤です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

習を支援します。 

協働学習支援 

 

教科別のデジタル教材 家庭学習支援動画 

協働学習支援ツール「Google Workspace 
for Education」とタブレット端末を使って、子
どもたちの主体性や意欲を引き出す協働学習の
充実を図ることができます。 

新型コロナウイルス感染症対策だけでなく、
場所や時間を問わず、学びの継続・保障をする
ためのICT基盤としても活用できます。 

     プラットフォームの利用にあたって 
学習支援プラットフォームは、協働学習支援ツール「Google Workspace for Education」の仕組みを活用 

しているため、高知県発行のGoogleアカウントが必要となります。また、タブレット端末「Chromebook」を
導入している市町村では、１人１台端末を利用するためのアカウントにもなります。 

学校から配布される同意書を提出していただきますと専用のIDとパスワードが発行されます。小学校から高 等
学校まで利用するアカウントになりますので、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンやご自宅のパソコンから 

高知県電子図書館所蔵の電子書籍を 

利用できます！ 

貸 出 点 数 

予約点数 

貸出期間

送り致し

ます 
予約取置期間 

3 

3 

14 日間 

７ 日間 

【郵送先】 

オーテピア高知図書館 電子図書館担当 

〒780-0842 高知市追手筋 2-1-1 

TEL:088-823-4946（代） FAX:088-872-6479 

【開館時間】 

火～金／午前９時～午後８時 

土／午前９時～午後６時(7・8月は午後８時まで） 

日・祝／午前９時～午後６時 

【休館日】 

月曜(祝日は開館)・第３金曜(８月および祝日を除く) 

・8/11(山の日)を含む４日＜資料特別整理期間＞  

・年末年始(12/29～1/4) 

申込み・問い合わせ 

電 子 書 籍 を 読 む に は 

◆高知県電子図書館の利用者 IDと初期パスワードの交付が必要です。 

（「オーテピア高知図書館・高知市民図書館分館分室共通利用カード」 

の登録がある、高知県内に在住、在勤、在学の個人の方に交付します） 
 
◆オーテピア高知図書館へ来館または郵送にてお申込みください。 

共通利用カードをお持ちの方は、メールでもお申込みできます。 
 
◆詳しい登録の案内は、以下のウェブサイトをご覧ください。 

2022.04 

点まで 

https://web.d-library.jp/kochi/g0101/top/ 

高知県電子図書館へのアクセスはこちら 

https://otepia.kochi.jp/library/guide03.html?id=elib

-guide 

 

以前作成した高知県電子図書館
ID通知カードの有効期限が 

2021年９月 30日まで 

の方は更新手続きが必要です 

登録案内の 

ウェブサイト 

への 

QRコード→ 

tel:088-823-4946（代


 

 

 

 

 

 

 

 
コトノハ（図書館広報紙）／オーテピア 建設の記録／高知市

民図書館 70年史／オーテピア高知図書館ガイドブック 

自資料（ログインしてなくても読めます） 独 

一冊でわかる!松下幸之助／「見た目」が気になる!症候群／宗

教の教科書 12週／経験に学ぶな／なんにもしたくない! 

学・心理学・倫理学・宗教・歴史 哲 

政学 家 

 

こんな本が読めます（抜粋） 2022年４月１日時点での電子書籍は 5,852タイトルです。 
※貸出希望が集中した場合は貸出しできない（予約待ちとなる）場合があります。 

新明解語源辞典／英和学習基本用語辞典 6 冊／中学校の

「○○」を攻略シリーズ ※日商簿記 2,3級、TOEICの本あります 

語・学習参考書 言

済・商業 経

サブスクリプション実践ガイド／地域ブランドのつくり方と働

き方／営業ロールプレイング／お店の運営改善マニュアル／

非正規社員サバイバルマニュアル／経営学史叢書１～１４／

SDGsが生み出す未来のビジネス／できるテレワーク入門 林業男子／本当に正しい鳥獣害対策 Q&A／巨樹・巨木 四

国・九州編 121 本／花束の作り方テクニック／やさしい庭

園入門／シカ問題を考える／木を知る・木に学ぶ 

業・園芸・林業・水産 農 

文・地学・生物学・植物学・動物学 

野に咲く花 増補改訂新版(山溪ハンディ図鑑)／都市の樹木

433 (ポケット図鑑)／あなたは嫌いかもしれないけど、とっ

てもおもしろい蚊の話／「多肉植物の名前」400 がよくわか

る図鑑／ニュートリノってナンダ?／日本の淡水魚 258 (ポ

ケット図鑑)／ときめく貝殻図鑑／鳴き声から調べる野鳥図

鑑／夜空の星はなぜ見える 新装版 

 

天 

学・薬学・スポーツ 医

コロナ禍の 9割は情報災害／ヨガのポーズが丸ごとわかる本

／はじめての妊娠・出産安心百科／子どもの敏感さに困った

ら読む本／オールカラー家庭の医学 ウルトラ図解シリーズ

（めまい・耳鳴り／乳がん／歯周病／認知症／くび・肩・背中の痛み／

甲状腺の病気／高尿酸血症・痛風／ぜんそく／うつ病／前立腺の病

気／統合失調症／ADHD／不安障害・パニック／尿路結石症）／命

を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典 

学・芸術・諸芸 文

学 三国志 上中下巻／獣の奏者 1～8（講談社青い鳥文庫）／上

方落語 100 選 1～４／きみはいい子／百貨の魔法／都会の

トム＆ソーヤ１～17／わたしの美しい庭／かがみの孤城／ラ

イオンのおやつ／ウッドハウスコレクション ９冊 

んが ま

マンガでわかる能・狂言／マンガでわかる落語／学研まんが

人物日本史シリーズ（計 29 冊）／学研まんがＮＥＷ日本の伝

記ＳＥＲＩＥＳ（計１５冊）／学研まんがＮＥＷ世界の伝記ＳＥＲＩＥＳ

（計５冊）／マンガでわかる日本の神様／ニンプ道／マンガで

わかるまるごと栄養図鑑／まんがと図解でわかる裁判の本１

～６／母が若年性アルツハイマーになりました。／マンガでわ

かるアンガーコントロールガイド／漫画君たちはどう生きるか 

本・児童書 

10 ぴきのかえるｼﾘｰｽﾞ 16 冊／ﾍﾟﾈﾛﾍﾟおはなしえほんｼﾘｰｽﾞ

15 冊／はじめての世界名作えほんｼﾘｰｽﾞ 80 冊／子供の科

学★ｻｲｴﾝｽﾌﾞｯｸｽ計 18 冊／銀の鈴社ｼﾞｭﾆｱ・ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ

14冊／お仕事ナビ１～21／子どもと学ぶ JavaScriptプロ

グラミング入門／てっぱく発鉄道れきし旅物語／国旗のまち

がいさがし／四年ザシキワラシ組／パワーブック 

絵 

イリンガル・英語（Read-Along） 

  

外国語（英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル

語、イタリア語）と日本語両方で読める、音声・字幕付コンテンツ

「○○語と日本語で読む・聞く世界の童話 10 話 Vol.1」 
（びじょとやじゅう、ありときりぎりす、おおきなかぶ、くまの
おうじさま、ひつじかいとおおかみ、きつねとぶどう、がちょう
ときんのたまご、くまとたびびと など） 
「英語でよもう!はじめてのめいさく」（8 冊）や英語の
Read-Along コンテンツ（読み上げ付き書籍、仕様推奨ブラウザが

「Google Chrome」のみ）も 500冊超などもあります！ 

バ 

貯金 1000 万円以下でも老後は暮らせる!／タイ料理大全／

巣ごもりごはん便利帳／はじめての糖質オフスイーツ／魚料

理の基本／フルーツ・カービングの教科書／和のおかず

BEST300／世界一簡単な赤ちゃんごはん／日曜大工で楽

しむ金属 DIY入門／誰でもできる草木染めレッスン 



2021 年 10 月 

高知県電子図書館の初期パスワードの変更方法（県立学校用） 
 

① 高知県電子図書館にログインする 

※利用者 ID には、Ｇアカウント（○○@g.kochinet.ed.jp）の「○○」部分を、 

パスワードには「kochinet」を入力して、［ログインする］ボタンをクリック／タッチする。 

② タブ一覧から［マイページ］をクリック／タッチする 
 

③ 画面右側にある［パスワードの変更］をクリック／タッチする 
 

④ 現在のパスワードに「kochinet」を、新しいパスワードには自分で考えたパスワードを 2 か所に入力し、

［パスワード変更］をクリック／タッチする 

 
⑤ 「パスワードの変更が完了しました。」という表示が出ると変更完了です。ログイン時には変更した

パスワードでログインしてください。 ※エラーが出た場合は入力し直してください 

以上 

-016- 



すららの実績と評価

すららネットの想い
―教育に変革を、子どもたちに生きる力を。
世の中には、学力や所得、地域の格差などによって
十分な教育を受けることができない子どもたちがいます。
私たちはそうした子どもたちにも、ひとりひとりに合った新しい学習体験を届けます。
この学習体験を通じて、「大人になっても役に立つ真の学力」と
「努力をすれば結果が出るという自信」を身につけることができます。
私たちはこれらを実現するために、新しい学びの形を、
学校や塾、その他の教育機関と共に築いていきます。

受講に関するお問い合わせ [提供元]株式会社すららネット
101-0047 
東京都千代田区内神田1-13-1 豊島屋ビル4階
　 0120-441-370  https://surala.jp

キャラクターとの対話で進む、『あなただけ』の学習体験。
お手持ちのパソコン、タブレットにて学習できます！

まるでカリスマ講師がそばにいるみたい。
ここまでできる教材は他にありません!

2012年度日本e-Learning大賞
文部科学大臣賞受賞

対象　 小学1年生～高校3年生
教科　 国語・数学(算数)・英語・理科・社会

「わかる」を「できる」に
インターネットで

すららはこんなところでも…
国内の被災地や学習困難者への学習支援などでも、すららは活躍しています。
また、マレーシア等の現地在住邦人やスリランカ、インドネシア等の現地児童
に対しても学習機会を提供しています。

����年　  第�回「日本ベンチャー大賞」　社会課題解決賞（審査委員会特別賞）
　　　　   第�回「千代田ビジネス大賞」　大賞

����年
第�回「日本e-Learning大賞」
文部科学大臣賞

����年
政府の特待生「J-Startup」
として認定

����年
「Japan Venture Awards ����」

中小機構理事長賞

����年　  「東京都革新的サービス」　優秀賞
　　　　  「SDGsビジネスアワード����」　スケールアウト賞
　　　　  「世界発信コンペティション����」　優秀賞

すらら独自の「つまずき診断システム」は、特許登録されています。
全国160校の私立学校、約757の学習塾で採用され、約60,000名の eラーニング・アワード・
フォーラムにて教育部門最高峰の「日本 e-learning 大賞 文部科学大臣賞」を受賞。
また2015年に開催されたJapan VentureAwards 2015 では中小機構理事長賞を、2016年
には第 2 回ベンチャー大賞にて「社会課題解決賞」という大変名誉ある賞を受賞しています。また
昨年、2017年には「東京都革新的サービス」優秀賞、「SDGｓビジネスアワード2017」スケールア
ウト賞、「世界発信コンペティション 2017」優秀賞も頂戴しています。2018年には政府による新規
産業創出、ベンチャー創業・成長促進プログラム「J-Startup」における特待生（J-Startup 企業）
92社に選定されました。



基本的な学習の進め方は次の通りです。
この他にも、受験対策のための進め方や、
速習の進め方などもあります。

学習の目標と計画を立ててからスタート
するのが、自宅学習や自立学習の習慣を
身につける最初の一歩となります。

すららとは、インターネットを通じて
ゲーム感覚で学ぶことができる、
『対話型のデジタル教材』です。

すららは、こうしたそれぞれに
不足している点を補い、
メリットを相乗効果的に組合せた
理想の"次世代型教育システム"なのです。

今までのデジタル教材は、次の3つのタイプが殆どです。
それぞれにメリットもありますが、
実は不十分な点も出てきてしまうのです。

他の教材と何が違うの？

すららを使った学習の流れ

学習計画を立てる

自分のペースで進められる、キャラクタ
ーとの対話によるレクチャー。概念か
らしっかりと理解をしていきます。

概念を理解する

自分のレベルに合った難易度の問題を
出題してくれるドリル。理解した部分を
確実に定着させていきます。

理解を定着させる

学習の結果を振り返り、「つまずき診
断」を受けたところはしっかりと復習し
ます。

学習を管理する

様々なジャンルのテストに繰り返しチ
ャレンジすることで、実際の試験や受験
などの本番に強くなる活用力を鍛えて
いきます。

活用力を身につける

問題集型
パソコンなどの画面上で、問
題集を解いていくタイプで
す。理解の定着に優れてい
ますが、理解できていない
部分を補うためには他の教
材との併用が必要となる場
合が多いです。

動画配信型
カリスマ講師の講義をビデオ
で視聴するタイプです。授業
はわかりやすくても一方的な
説明で集中力が続きづらく、イ
ンプットに重点が置かれてい
るため残念ながら実力が身に
つかない傾向があります。

活用

定着

理解

使える！

できる！

わかる！

ゲーム型
携帯用ゲーム機やスマホな
どを使って学習するタイプで
す。とても楽しく学習できま
すが、クイズ形式で反復する
暗記系が中心で、体系的に
知識を積み上げるような学
習には向いていません。



学年単位や月単位で決められた部分しか学習できないので
は、振り返りも十分にできず成績を伸ばすことができません。
すららは「無学年学習」ですので、自分の学年に関係なく、小学
1年生から高校3年生までの学習範囲を自由に学習すること
ができます。 ※受講コースによります。

教科や学年ごとに異なる世界観のキャラクターが、
対話型で授業を進めます。

英語はネイティブの発音で読み上げます。

頻繁にキャラクターが「わかったかどうかを確かめる質問」を投げかけます。
だから、時間が経つのを忘れてしまう人、続出です。

教科や学年ごとに異なる世界観のキャラクターが、
対話型で授業を進めます。

英語はネイティブの発音で読み上げます。

頻繁にキャラクターが「わかったかどうかを確かめる質問」を投げかけます。
だから、時間が経つのを忘れてしまう人、続出です。

すららの主な特徴

飽きずに集中が続く！飽きずに集中が続く！

「解けないストレス」がない！「解けないストレス」がない！

自分自身の実力を自動で判断し、出題する問題の難易度を調整します。

そのため、難し過ぎる問題ばかりで諦めてしまうことがありません。

簡単な問題ばかりで飽きてしまうこともありません。
だから、「解けないストレス」を感じずに問題を解いていけます。

自分自身の実力を自動で判断し、出題する問題の難易度を調整します。

そのため、難し過ぎる問題ばかりで諦めてしまうことがありません。

簡単な問題ばかりで飽きてしまうこともありません。
だから、「解けないストレス」を感じずに問題を解いていけます。

すららのレクチャーは、
一方的に動画を見るだけではありません。
すららのレクチャーは、
一方的に動画を見るだけではありません。

表面的な解法だけではなく、
根本の概念から理解することを重視した授業です。

ひとつずつスモールステップで授業を進めますので、
ついていけなくなることがありません。

いつでもつまずいた単元をさかのぼって復習することができます。
だから、予習も復習も自分で好きなだけ進められます。

表面的な解法だけではなく、
根本の概念から理解することを重視した授業です。

ひとつずつスモールステップで授業を進めますので、
ついていけなくなることがありません。

いつでもつまずいた単元をさかのぼって復習することができます。
だから、予習も復習も自分で好きなだけ進められます。

ゼロからでも理解できる！ゼロからでも理解できる！
学校で習っていない部分でも、
すららなら大丈夫です。
学校で習っていない部分でも、
すららなら大丈夫です。

学年単位や月単位で決められた部分しか学習できないので
は、振り返りも十分にできず成績を伸ばすことができません。
すららは「無学年学習」ですので、自分の学年に関係なく、小学
1年生から高校3年生までの学習範囲を自由に学習すること
ができます。 ※受講コースによります。

好きなだけ先取り、好きなだけさかのぼり好きなだけ先取り、好きなだけさかのぼり

問題を解くために必要なスキルのうち、どのスキルでつまずいているかを自動で診断します。

成績を伸ばすために学ぶべき単元（＝つまずき）をピンポイントで教えてくれます。

つまずきの診断を受けた単元は、その場ですぐに復習ができます。
だから、着実に弱みを潰して成績を伸ばすことができます。

問題を解くために必要なスキルのうち、どのスキルでつまずいているかを自動で診断します。

成績を伸ばすために学ぶべき単元（＝つまずき）をピンポイントで教えてくれます。

つまずきの診断を受けた単元は、その場ですぐに復習ができます。
だから、着実に弱みを潰して成績を伸ばすことができます。

「解けない理由」もわかっちゃう！「解けない理由」もわかっちゃう！
間違えた問題は、そのつまずきの原因を診断してくれます（特許第5284016号）。間違えた問題は、そのつまずきの原因を診断してくれます（特許第5284016号）。

本番に強くなる！試験対策もバッチリ本番に強くなる！試験対策もバッチリ
すららには、様々なテストに対策できるようなテストやコースが盛りだくさん。すららには、様々なテストに対策できるようなテストやコースが盛りだくさん。
学力診断テストや定期テスト対策のほか、振り返りや確認に使える小テストもついています。

実用英語技能検定や実用数学技能検定の対策に
便利なコースもついています。

大学入試コースやSPI対策コースもついています。
オンラインの受験だから、CBT方式への対策にもピッタリ。
だから、本番に強くなれます。

学力診断テストや定期テスト対策のほか、振り返りや確認に使える小テストもついています。

実用英語技能検定や実用数学技能検定の対策に
便利なコースもついています。

大学入試コースやSPI対策コースもついています。
オンラインの受験だから、CBT方式への対策にもピッタリ。
だから、本番に強くなれます。

学習習慣を身につけるには、学習計画を立てて
それを管理することが大切です。
学習習慣を身につけるには、学習計画を立てて
それを管理することが大切です。
自分自身で簡単に学習目標や計画を立てることができます。

先生や保護者が学習の進捗を管理するための機能が充実しています。

学習の履歴を振り返ることで、より効率的な学習ができます。
自分の学習を自分でデザインできるようになれば、もう無敵です。

自分自身で簡単に学習目標や計画を立てることができます。

先生や保護者が学習の進捗を管理するための機能が充実しています。

学習の履歴を振り返ることで、より効率的な学習ができます。
自分の学習を自分でデザインできるようになれば、もう無敵です。

自分で学習する習慣が身につく！自分で学習する習慣が身につく！

すららのドリルは、出題する問題の難易度をコントロールしてくれます。すららのドリルは、出題する問題の難易度をコントロールしてくれます。



ネイティブの発音でヒアリングも鍛
えられ、英文法も基礎から学べるす
ららは、英検対策にピッタリ！英検5
級から2級の対策に特化したコース
もついています。

英検対策・英語の先取り学習
算数でのつまずきは、数学の伸び悩み
につながります。小学生のうちに苦手
をなくして、算数を得意教科にしてし
まいましょう。数検8級から2級の対
策に特化したコースもついています。

算数を得意教科に

小学生
FOR

自分の使っている教科書を登録しておく
と、すららで定期テストの模擬試験が何
度でも受けられるようになります。本番
で力を発揮できる「活用力」を身につけ
て、着実に得点アップを狙いましょう。

教科書別の定期テスト対策
国語はすべての学力の基本となりま
す。だからこそ、高校生になってから読
解や小論文対策で焦るより、中学生の
うちから積み上げ学習をしておきまし
ょう。

文章力トレーニング

中学生
FOR

部活や習い事で忙しくても、すららなら
効率的に学習を進められます。まずは
学力診断テストでつまずき診断を受け
てみましょう。つまずいている単元を集
中的に復習することで、点数アップを図
れます。速習コースもお勧めです。

学力診断テストで集中特訓
センター試験をはじめ、主要大学の対
策ができるコースも用意しています。
すららの国語は、小論文対策にも活き
るスキルを習得できます。

まだ間に合う！受験対策

松山翔和くん｜小学5年生
他の教材はすぐに飽きてしまっていた翔和が、す
ららに出会って本当に勉強が大好きになりまし
た。キャラクターと対話しながら自分のペースで
勉強できるのが楽しいようです。本人でも気づか
ない「つまずき」を発見していってくれるので、学
校の成績もぐんぐん伸びています。勉強を始めて
半年で、英検5級にも合格できました。

松山翔和くんのお父様

すららで学習しているお客様の声すららの活用例と学習効果

キャラクターが教えてくれるレクチャーは
飽きないし、問題も次々に違うものが出題
されるので、休みの日は1日中勉強してい
ても飽きないです。すららを始めてから、学
習習慣が身につきました。今ではすららで
勉強することにハマっています。

大塚玲奈さん｜中学3年生
すららは、授業を自分のペースで何度でも見
ることができます。説明がわかりやすいし、好
きなタイミングで見直せるから確実に理解し
ながら勉強を進められるようになりました。
あとは、授業を見たすぐその後に問題が出る
ところがいいですね。すぐに内容を復習でき

るので、自分が『わかっているかどうか』を確
認できます。自分でも『今までわからなかっ
たところが、わかるようになってきた！』 とい
う感覚があります。

M.I.さん｜高校1年生
中学時代は30点台だった英語も、すららで勉強

をしたことで1学期の中間テストで94点を取る

ことができ、それ以後も毎回90点台をキープし

ています。英語の成績が伸びたことで、国際交流

基金の復興事業プロジェクトに学校代表の一員

として選ばれました。そして、先生や仲間と原稿

を練り上げて、2013年1月からアメリカのシア

トル、フェニックス、サンフランシスコ等の高校や

大学で 東日本大地震の震災と被災地復興の現

状について、英語でスピーチをしてきました。地

元紙や、現地の新聞にもその様子が取り上げら

れました。1年前はこんなこと、想像もできませ

んでした。夢に向かって、ますます勉強に力を入

れています。

高校生
FOR

※写真はイメージです。
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